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講座名 講師名 再開日

七尾教室 月 10:00 日本舞踊泉流 泉幸志 6月1日
七尾教室 月 10:00 木目込・押絵 佐原久江 6月1日
七尾教室 月 10:30 圓山二朗のカラオケ教室 圓山二朗 6月8日
七尾教室 月 13:30 茶道表千家入門 米田宗悦 6月1日
七尾（シャールベルベ） 月 13:30 水引あそび 田中和子 6月8日
七尾教室 月 13:30 俳句を楽しむ 松本慶子 6月8日
七尾教室 月 13:30 やさしいシャンソン 薮内ようこ 6月8日
七尾（講師宅） 月 18:00 いけ花池坊 家村翠静 未定
七尾教室 月 19:20 日本画 三宅厚史 6月8日
七尾教室 火 10:00 水彩画スケッチ 山中英彦 6月2日
七尾教室 火 10:00 大正琴 滝田静枝 6月9日
七尾教室 火 10:30 ビーズジュエリー 角野久美子 6月9日
七尾教室 火 13:00 くみひもと花結び 岡部瞳 6月2日
七尾教室 火 13:30 はじめてのあみもの 北村二美子 6月9日
七尾教室 火 13:30 はじめてのレザークラフト 福岡富士子 6月16日
七尾教室 火 14:00 ビューティーヨガ 糸屋真紀子 6月9日
七尾教室 火 18:10 シェイプアップ・ベリーダンス　18時クラス Sii 6月2日
七尾教室 火 18:30 茶道入門 三室宗恵 6月2日
七尾（みそぎ公民館） 火 19:00 皇風煎茶禮式 藤本香喜 6月2日
七尾教室 火 19:15 シェイプアップ・ベリーダンス　19時クラス Sii 6月2日
七尾教室 水 10:00 はじめての和裁 井表登喜美 6月3日
七尾教室 水 10:00 はじめてのオカリナ 松本享子 6月3日
七尾教室 水 10:30 写経入門 直龍昌 6月3日
七尾教室 水 13:00 洋裁　水昼 浅田耀子 7月1日
七尾教室 水 13:30 実用書道を筆ペンで　 斎藤千佳子 6月10日
七尾教室 水 16:30 キッズ・チアダンス　幼児クラス 土橋昌子 6月3日
七尾教室 水 17:20 キッズ・チアダンス　小学生クラス 土橋昌子 6月3日
七尾教室 水 18:45 ダイエット＆健康ヨガ 小林幸恵 6月10日
七尾教室 水 19:00 韓国語 山崎研一 6月3日
七尾教室 水 19:20 中国茶を飲みながら中国語入門 邱英梅 6月17日
七尾教室 木 10:00 短歌 山﨑国枝子 6月4日
七尾教室 木 10:00 戸塚フランス刺繍 平泉恵子 6月11日
七尾教室 木 13:30 絵手紙入門 佐々波啓子 6月4日
七尾教室 木 13:30 楽しく学べる実用書道 木本香泉 6月11日
七尾教室 木 16:30 キッズえんぴつクラブ 鹿山恵美 6月4日
七尾教室 木 18:30 洋裁　木夜 浅田耀子 7月2日
七尾教室 木 20:00 ヨガセラピー 藤田京子 6月11日
七尾教室 金 10:00 洋画 山中英彦 6月5日
七尾教室 金 10:00 加賀花てまり 村本都 6月12日
七尾教室 金 10:00 デコアート・ドール 角谷美帆 6月19日
七尾教室 金 13:00 歌謡舞踊三条流　 三条うす由紀 未定
七尾教室 金 13:30 気軽にカラオケ 藍れい子 6月5日
七尾教室 金 13:30 フラワーデザイン 津島多美 6月12日
七尾教室 金 14:00 童謡・唱歌を歌おう 万行美幸 6月5日
七尾教室 金 19:00 美文字講座 木島千代子 6月5日
七尾教室 金 19:00 気軽にカラオケ（1・3夜） 藍れい子 6月5日
七尾（講師宅） 土 10:00 茶道裏千家 土朝 勝田社中 6月6日
七尾教室 土 10:00 こども茶道 三室宗恵 未定
七尾教室 土 10:00 ドラム 石井裕之 6月13日
七尾教室 土 10:00 リズムダンス入門 松永久美子 7月11日
七尾教室 土 13:30 琴と三味線 錦木雅瑜志 6月13日
七尾教室 土 14:00 はじめての津軽三味線 原田實 6月6日

七尾教室 火・水

火
10：00
水
17：30

総合書道　 清水聖鵬

6月9日
(火)

6月17日
(水)

七尾教室 月・水 16:00 学研教室 学研指導者 6月1日
アルプラザ鹿島教室 月 10:15 初心者のためのかぎ針編み 岩城みちよ 6月15日
アルプラザ鹿島教室 月 14:00 ヨガ 糸屋真紀子 6月1日
アルプラザ鹿島教室 月 18:40 若林美智子の胡弓入門 若林美智子 6月1日
アルプラザ鹿島教室 火 10:15 総合書道 中山聖雲 6月2日
アルプラザ鹿島教室 火 10:30 パーソナルカラー 久田香奈 6月9日
アルプラザ鹿島教室 火 13:30 日本画 三宅厚史 6月2日
アルプラザ鹿島教室 水 10:15 水引で創作を楽しむ 林谷恵美子 6月3日
アルプラザ鹿島教室 水 16:00 金沢シティバレエ団クラシックバレエ　Ｃ 中川恵梨香 6月3日

会場名→開催曜日・開始時間→講座名の順にお調べください。掲載後、日程が変更になった場合は、訂正する場合がありますのでご注意ください。



アルプラザ鹿島教室 水 17:00 金沢シティバレエ団クラシックバレエ　ＰＡ 中川恵梨香 6月3日
アルプラザ鹿島教室 水 18:15 金沢シティバレエ団クラシックバレエ　ＰＢ 中川恵梨香 6月3日
アルプラザ鹿島教室 木 13:30 はじめてのオカリナ 松本享子 6月11日
アルプラザ鹿島教室 木 14:00 筆ペン・美文字 木島千代子 6月4日
アルプラザ鹿島教室 木 18:45 健康ヨガ 小林幸恵 6月4日
アルプラザ鹿島教室 金 10:30 初心者のためのやさしい英会話 浅野涼子 6月5日
アルプラザ鹿島教室 金 13:00 水彩・パステル画　 間苧谷嘉孝 6月12日
アルプラザ鹿島教室 金 14:00 フラダンス 中浜直美 6月5日
アルプラザ鹿島教室 土 10:15 キッズダンス　幼児クラス 田辺明美 6月6日
アルプラザ鹿島教室 土 11:10 キッズダンス　小学生クラス 田辺明美 6月6日
アルプラザ鹿島教室 日 13:30 日本舞踊泉流 泉幸志 6月7日
羽咋教室 月 10:00 はじめてのオカリナ 松本享子 6月8日
羽咋（課外） 月 17:00 いけ花池坊 神島典子 7月
羽咋教室 月 19:00 気軽にサックス(2・4) 松村恵子 7月13日
羽咋教室 火 10:30 センスアップマナー入門 クラス 村上きく子 6月16日
羽咋（講師宅） 火 13:30 たのしい絵手紙 辻口敦子 6月9日
羽咋教室 火 19:00 シェイプアップベリーダンス　19時クラス Sii 6月9日
羽咋教室 火 20:00 シェイプアップベリーダンス　20時クラス Sii 6月9日
羽咋教室 水 10:00 水彩画 坂本亮 6月3日
羽咋教室 水 13:30 太極拳入門 津田洋子 6月3日
羽咋教室 水 13:30 大正琴　水昼 鈴木琴千弘月 6月10日
羽咋教室 水 14:10 童謡唱歌を歌おう 松村恵子 7月1日
羽咋教室 水 19:30 マダムのための健康フラメンコ教室 上田真由美 6月10日
羽咋（羽咋勤労者福祉センター） 木 9:00 茶道表千家 前田宗穂 6月4日
羽咋教室 木 10:00 リズムダンス入門 土屋節子 6月4日
羽咋教室 木 10:00 中高年のための簡単キーボード 田上俊子 6月11日
羽咋（ｺｽﾓｱｲﾙ羽咋） 木 10:00 古典フラ(カヒコ・フラ) セツコカマエフイカハア 6月25日
羽咋教室 木 13:00 創作押し花 葛葉タカ 6月11日
羽咋教室 木 13:30 筆ペン（毛筆・硬筆） 田中汀月 6月11日
羽咋教室 木 15:30 マジック入門 川幡外茂治 7月9日
羽咋教室 木 18:15 センスアップマナー初級クラス 村上きく子 6月11日
羽咋教室 木 18:15 センスアップマナー中級クラス 村上きく子 6月25日
羽咋教室 木 19:30 きもの着付けと礼法 村上きく子 6月11日
羽咋教室 金 10:00 水引で創作を楽しむ 林谷恵美子 6月12日
羽咋教室 金 14:00 総合書道 福嶋汀香 6月5日
羽咋教室 金 17:00 いけ花草月流 堀井久美光 6月5日
羽咋教室 土 10:00 日本舞踊泉流 泉幸志 6月6日
羽咋教室 土 13:00 琴と三弦 板坂雅瑜 6月6日
羽咋教室 土 13:00 仏像彫刻・木彫 吉川浩市 7月11日
羽咋（講師宅） 土 14:00 茶道表千家 安達吏和 6月6日
羽咋教室 日 10:00 フラワーデザイン 津島多美 6月7日
羽咋教室 日 13:00 ドラム 石井裕之 6月7日
羽咋（ｺｽﾓｱｲﾙ羽咋） 日 15:00 Jr.バレエ　初心者クラス 津田康子 6月14日
羽咋（ｺｽﾓｱｲﾙ羽咋） 日 16:00 Jr.バレエ　上級者クラス 津田康子 6月14日
アクアパークシオン 月 13:00 かんたんパソコン 瀧川小雪 7月6日
アクアパークシオン 水 10:00 きもの着付け 村上きく子 7月1日
アクアパークシオン 水 13:30 いけ花古流松照会 日野理敦 7月8日
アクアパークシオン 木 13:00 押し花アート 村本可折 7月9日
穴水教室 月 14:00 いけ花・花に親しむ 菅原華遊 6月8日
穴水教室 月 16:30 エンジョイ キッズダンス　基礎クラス 田辺明美 6月1日
穴水教室 月 17:40 エンジョイ キッズダンス　中級クラス 田辺明美 6月1日
穴水教室 火 13:30 心に残る絵手紙 6月2日
穴水教室 火 14:00 気軽にカラオケ 藍れい子 6月9日
穴水教室 水 14:00 童謡唱歌を歌おう 加藤裕子 6月3日
穴水（のとふれあい文化センター） 木 10:30 古典フラ(カヒコ・フラ) セツコカマエフイカハア 6月4日
穴水教室 木 13:30 浅田あきら演歌歌謡塾 浅田あきら 6月25日
穴水教室 木 18:00 いけ花池坊 小杉幸子 6月4日
穴水教室 木 18:30 茶道裏千家・夜ｸﾗｽ 東宗朋 6月11日
穴水教室 金 14:00 俳句を詠む 赤島磨智子 6月26日
穴水教室 金 16:00 いけ花草月流 角翠瑛 6月5日
穴水教室 金 19:30 楽しい社交ダンス 松浦郁子 7月10日
穴水（のとふれあい文化センター） 土 13:00 クラシックバレエ　幼児クラス 津田康子 6月13日
穴水教室 土 13:30 華道容真御流・子どもいけ花 池崎瑞仙 6月13日
穴水（のとふれあい文化センター） 土 13:45 クラシックバレエ　小学生初級クラス 津田康子 6月13日
穴水（のとふれあい文化センター） 土 15:00 クラシックバレエ　小学生上級クラス 津田康子 6月13日
穴水（のとふれあい文化センター） 土 16:00 クラシックバレエ　中高生クラス 津田康子 6月13日
輪島（サン・プルル） 木 13:30 古典フラ(カヒコ・フラ) セツコカマエフイカハア 6月4日
輪島教室 土 13:30 いけ花草月流 山中初花子 6月6日



輪島教室 土 16:00 気軽にサックス 松村恵子 7月4日
宇出津公民館 火 17:00 はじめてのいけ花 浦智子 6月9日
宇出津公民館 水 14:00 気軽にカラオケ 藍れい子 6月10日
宇出津公民館 木 13:00 洋裁・着物リメイク(月2回ｺｰｽ) 橋口由紀子 6月4日
宇出津公民館 木 13:00 洋裁・着物リメイク(月1回ｺｰｽ) 橋口由紀子 6月18日
宇出津公民館 木 13:30 家庭でできる簡単！漢方アロマsalon 橋口由紀子 6月11日
宇出津公民館 金 8:00 マジック入門 川幡外茂治 7月10日
宇出津公民館 土 10:00 創作押し花アート 中野志津子 6月20日
宇出津公民館 土 13:30 生活美文字 重國紫泉 6月13日
宇出津公民館 土 13:30 こども書道 重國紫泉 6月13日
珠洲教室 月 14:30 フラダンス 中浜直美 6月1日
珠洲教室 火 10:00 大正琴　 鈴木琴照園 6月1日
珠洲教室 火 13:30 テーブルでお抹茶 中野宗美 6月2日
珠洲教室 水 10:00 はじめての手編み 江端寿美子 6月10日
珠洲教室 水 19:00 きもの着付け 畠中すや子 6月3日
珠洲教室 木 10:00 油絵入門 太佐寿一郎 6月11日
珠洲教室 木 14:00 気軽にカラオケ 藍れい子 6月4日
珠洲教室 金 13:30 いけ花池坊 石井美千子 6月5日
珠洲教室 土 9:30 水墨画入門 多間元夫 6月13日
内灘（内灘町体育館） 月 10:00 古典フラ(カヒコ・フラ) セツコカマエフイカハア 6月1日
内灘教室 月 10:00 水引で創作を楽しむ 林谷恵美子 6月8日
内灘教室 月 19:00 生活書道・ペン字 中川琴鈴 6月1日
内灘教室 火 10:30 写経・実用書道 河南幾代 6月2日
内灘教室 火 10:00 まごころ伝える絵手紙　 山下邦子 6月9日
内灘教室 火 13:30 寄せ植え教室 福塚理恵 6月16日
内灘教室 水 10:00 押し花アート 村本可折 6月3日
内灘教室 木 10:30 プリザーブドフラワーアレンジレッスン 池尻昌美 6月18日
内灘教室 木 13:30 リズムダンス 西村外茂枝 6月4日
内灘教室 木 19:00 ベリーダンス19時クラス Ｖｉｃｋｙ 6月11日
内灘教室 木 20:10 ベリーダンス20時クラス Ｖｉｃｋｙ 6月11日
内灘教室 金 10:30 童謡・唱歌を歌おう 太郎田真理 7月3日
内灘教室 金 19:00 ウォーキングでやせるモデルダイエット 山本敬子 7月10日
内灘教室 土 13:30 中高年のための簡単キーボード 田上俊子 6月12日
内灘（内灘町武道館） 日 10:00 初めての空手道 向幸作 6月7日
カフェドマル 水 10:00 やさしい水彩画 三室やよえ 6月10日
かほく（パレット） 水 12:30 キーボード　個人レッスンクラス 山田直美 6月3日
かほく（パレット） 水 13:30 キーボード 山田直美 6月3日
かほく（パレット） 水 15:00 二胡を始めよう 李彩霞 6月3日
かほく（パレット） 金 10:30 筆ペン・ボールペン字（月1回クラス） 中川琴鈴 6月5日
かほく（パレット） 金 19:30 お仕事帰りのリフレッシュヨガ　 大崎めぐみ 6月5日
津幡教室 月 20:00 お仕事帰りのヨガ 大崎めぐみ 6月8日
津幡教室 火 10:00 創作押し花 葛葉タカ 6月2日
津幡（課外） 火 11:00 韓国語会話　 金世珍 6月9日
津幡教室 火 13:00 歌謡舞踊三条流 三条うす由紀 6月2日
津幡教室 火 19:30 はじめての津軽三味線 岡島茂 7月7日
津幡（講師宅） 水 9:30 初めての茶道裏千家　 飯田宗規 6月10日
津幡教室 水 10:00 はじめての加賀刺繍　 河村淑子 6月3日
津幡教室 水 14:00 いけ花古流松栄会 川口理智 6月10日
津幡教室 水 14:00 簡単キーボード 田上俊子 6月10日
津幡教室 水 19:00 初めての日本画　 西井良子 6月3日
津幡教室 木 10:30 はじめてのヨガ 土井下ちあき 6月4日
津幡教室 金 10:00 リズムダンス 北川節子 6月5日
津幡教室 金 13:30 はじめてのハーモニカ　 猿谷朗子 6月12日
津幡教室 土 10:00 土曜の花レッスン池坊　 山本才智子 6月13日
津幡教室 土 13:00 気軽にカラオケ 藍れい子 6月6日
アルプラザ津幡 月 14:00 かな書 北勢津子 6月1日
アルプラザ津幡 月 14:00 水引で創作を楽しむ 林谷恵美子 6月8日
アルプラザ津幡 火 13:00 ゼロからマスター水彩画　 間苧谷嘉孝 6月9日
アルプラザ津幡 火 13:30 吉川ゆきのり令和歌謡塾 吉川ゆきのり 7月7日
アルプラザ津幡 火 16:15 チアダンス　幼児クラス ＡＹＡＮＯ 6月2日
アルプラザ津幡 火 17:05 チアダンス　小学1～3年クラス ＡＹＡＮＯ 6月2日
アルプラザ津幡 火 18:05 チアダンス　小学4～6年クラス ＡＹＡＮＯ 6月2日
アルプラザ津幡 水 10:15 楽しい洋裁＆リフォーム 寺山昌子 6月3日
アルプラザ津幡 水 10:30 楽しいマジック　 川幡外茂治 7月8日
アルプラザ津幡 水 16:00 実用書道 田丸光峰 6月3日
アルプラザ津幡 水 16:00 こども習字　 田丸光峰 6月3日
アルプラザ津幡 水 18:00 こども絵画　 山岸康世 6月10日
アルプラザ津幡 木 10:15 楽しいウクレレ 藤本美和 6月11日



アルプラザ津幡 木 11:00 フラダンス入門　 原田由美 6月4日
アルプラザ津幡 木 13:30 まごころ伝える絵手紙 山下邦子 6月4日
アルプラザ津幡 金 13:00 タヒチアンキルト 畠中尚美 6月5日
アルプラザ津幡 金 13:30 あみものでセンスアップ 北村ニ美子 6月12日
アルプラザ津幡 金 16:00 金沢シティバレエ団　クラシックバレエＣ 澤田真鈴 6月5日
アルプラザ津幡 金 17:00 金沢シティバレエ団　クラシックバレエＰＡ 澤田真鈴 6月5日
アルプラザ津幡 金 17:00 金沢シティバレエ団　クラシックバレエＰＢ 澤田真鈴 6月5日
アルプラザ津幡 土 14:00 若林美智子の胡弓　 若林美智子 6月6日


